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賞  名 都道府県 学校名 学年 氏   名 題   名

文部科学大臣賞（低学年の部） 千葉県 野田市立中央小学校 一年 栁澤 凪瑠 たけのこ。

（高学年の部） 富山県 富山市立保内小学校
四年
一年

茂 眞貴子
茂 眞一朗

とべ！もどれ！
「手のりブーメラン」３

全国都道府県教育長 富山県 富山大学教育学部附属小学校 一年 中山 桃嘉 ～ホバークラフトのひみつをさぐって～ かんたんエアホッケー  エ
アパワーで レッツ！スマッシュ！

協議会会長賞 広島県 呉市立呉中央小学校 二年 澤 圭一郎 カニの足はどううごく？
～カニのあるき方はかっこいい～

山口県 柳井市立大畠小学校 三年 上田 暁仁 ペットボトルキャップのふしぎにせま
れ！

石川県 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属小学校 四年 木場 瑛 もっとくずれない？砂像のひみつ

千葉県 千葉市立宮野木小学校 五年 谷本 瑛音 葉を巻く虫のなぞを解け
ぼくとオトシブミの３年間

石川県 金沢市立明成小学校 六年 澤田 此永愛 クローバーの再生力～匍匐茎の力～

全国都道府県教育委員 兵庫県 神戸市立向洋小学校 一年 宮先 理央 おさんぽではっけん なんのほね？

協議会会長賞 石川県 羽咋市立粟ノ保小学校 二年 小網 凛太郎 あさくん おかお見せて！パート２
～花の色大へんしん？～

兵庫県 神戸市立井吹東小学校 三年 長井 丈 アゲハの大研究３～幼虫の時の記憶は成虫になって
も残るのか～

広島県 広島大学附属小学校 四年 中田 慧 僕とアニサキスの闘いの記録  パート２～アニサキスはどうやって
魚の身の中に潜るのか  その秘密を探る～

岐阜県 多治見市立根本小学校 五年 江﨑 心瑚 テントウムシのひみつパート５～なぜ逆さまでも上
手にくっついて落ちないの？～

長野県 佐久市立岩村田小学校 六年 細野 環 アサガオのマジックショーⅥ
～冬越しと開花のミラクル～

全国連合小学校長会 岐阜県 土岐市立土岐津小学校 一年 宮地 亮輔 肉あつホットケーキのひみつ ～パッケージのようなふわふわを目ざ
し、お姉ちゃんをぎゃふんと言わせよう！～

会長賞 大分県 大分市立敷戸小学校 二年 髙野 柚希 チョウのけんきゅう

千葉県 千葉市立北貝塚小学校 三年 一二三 千晴 目ざせ！青・白・赤色のあじさい！パー
ト２

滋賀県 大津市立仰木の里東小学校 四年 山内 花音 「かざぐるま」のヒミツをさぐる Part
４

京都府 ノートルダム学院小学校 五年 針貝 香澄 フウセンカズラの「なぞの水」!?

山口県 長門市立深川小学校 六年 杉村 光彬 ヤマグチサンショウウオの繁殖実験から
の考察

日本ＰＴＡ全国協議会 福島県 福島市立森合小学校 一年 野口 華 なめくじからおはなをまもれ！

会長賞 岡山県 里庄町立里庄東小学校 二年 国定 旺汰朗 カマキリの成長と生活の記録 Part２

岡山県 倉敷市立中島小学校 三年 開本 愛唯 スーパーボールのかげは、なぜハート
♡？

大阪府 堺市立はるみ小学校 四年 中村 裕希 プラスチックは悪者？

奈良県 橿原市立真菅小学校 五年 境内 亮太 植物の好きな色はなんだ！？

福岡県 北九州市立木屋瀬小学校 六年 富崎 倫太郎 モンキチョウのオス・メスの判別方法
および黄色型・白色型の考察

中央審査会 三重県 四日市市立日永小学校 一年 中村 文葉 みえけん（いせわんしゅうへん）の
かいがらのけんきゅう

委員長賞 島根県 益田市立高津小学校 二年 鳥屋 明日美 音のふしぎ

秋田県 大館市立長木小学校 三年 田中 佐歩 目では見えない 菌を見てみよう！

岐阜県 大野町立北小学校 四年 見屋井 陸 ミッション！
ヨーグルトをくずさず名古屋まで運べ

島根県 江津市立桜江小学校 五年 松田 紗姫 バドミントンのシャトルコックについて
の研究

茨城県 北茨城市立精華小学校
六年
五年

小國 太一朗
小國 丈太朗

探し出せ！僕たちとダンゴムシの共通点 身
近な生物の秘密が知りたい６年次

学研賞 静岡県 浜松市立中郡小学校 一年 武内 将啓 たんぼでふえてしまうジャンボタニシ

沖縄県 浦添市立港川小学校 二年 田村 昂円 はっぱのいろ水どんないろ？

静岡県 浜松市立西小学校 三年 天野 楓 チョコレート屋さんになるための研究～
３年目～

埼玉県 志木市立志木第二小学校 四年 西本 明道 蝶の鱗粉の残った謎を明らかにせよ！
～チョウのりんぷん大研究PartⅣ～

栃木県 佐野市立田沼小学校 五年 木村 優希 ヤマトヌマエビの体色変化
～色がえは自由自在？～

東京都 東京学芸大学附属小金井小学校 六年 石榑 まい 布の汚れの研究

才能開発教育研究財団 大阪府 堺市立浅香山小学校 一年 瀨木 七珠 ころがりっこレース

理事長賞 栃木県 宇都宮市立昭和小学校 二年 殿川 千代 セミのぬけがらちょうさ２

香川県 坂出市立坂出小学校 三年 石井 萌々香 ツマグロヒョウモンの研究パート２
～小さないのちのビックリ大変身～

福岡県 北九州市立すがお小学校 四年 松本 悠誠 飛んでいけ！ペットボトルロケット

沖縄県 沖縄市立山内小学校 五年 德元 千時 世界一かわいいタニシ？！ アオミオカタニシの謎
partⅡ -食の謎を解明する-

福井県 越前市花筐小学校 六年 横山 雪 アサガオの不思議 パート２
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